よくある質問（Q＆A）
R3.4.24現在
質問

回答例

1

ワクチンの接種を希望しません。接種しな 感染した場合に、発症や重症化を予防する効果が期待されています。強制で
くてもいいですか
はないので、希望されない場合は、無理に接種する必要はありません。

2

接種の同意がある場合に限り、接種を行うことになります。高齢者肺炎球菌
ワクチンの接種にあたって、接種する本人 やインフルエンザなども、自らの意思で接種を受けていただいています。意
の同意は必要ですか
思疎通が困難な方は、ご家族の同意が必要ですが、原則として、ご本人の意
思の確認が必要になります。

3

ワクチン接種は無料ですか

無料です。

4

接種対象者は

16歳以上の方が接種できますが、接種日時点で満16歳になっている必要が
あります。ワクチンの供給量に限りがありますので、ご自身の接種順位にな
るまで、しばらくお待ちください。

5

接種費用が無料となる外国人の基準はあり
居住の実態がある外国人の方が対象です。
ますか

6

接種する前に抗体検査などの検査は行いま 抗体検査は行いません。また、採血などの検査もありません。当日は予診を
すか
して、接種可能であれば、接種し、経過観察を行って、帰宅します。

7

接種するワクチンは選べますか

8

ワクチンはコロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する効果が期待され
ワクチン接種後は、制限なく行動できます ていますが、接種した人から接種していない人への感染を、どの程度予防で
か
きるのかまでは分かっていません。ワクチンの供給量にも限りがあることか
ら、引き続き、マスクの着用などの感染予防対策の徹底にご協力ください。

9

一般的に、ウイルスは絶えず変異するので、小さな変異ではワクチンの効果
変異株のコロナウイルスにも効果はありま がなくなるというわけではありません。ファイザー社のワクチンでは、変異
すか
株の新型コロナウイルスにも対応しているという実験結果が発表されていま
す。

接種を受ける時期に流通しているワクチンで接種します。現在はファイザー
社のワクチンです。今後、複数のワクチンが流通するようになっても、1回
目、2回目とも同じワクチンを接種する必要があります。

ワクチン接種にリスクはありますか

ワクチンはコロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する効果が期待され
ていますが、副反応のリスクもあります。副反応は接種後2日目をピークに
数日以内の時間経過で治るのが大半です。接種することで、感染症の重症化
を予防できる効果が、副反応のリスクを上回ると考えられるため、接種を実
施しています。どのワクチンでも副反応が発生する可能性がありますので、
接種するかどうかはご本人の意思で判断していただきます。

11

何回接種する必要がありますか

どのワクチンでも2回接種します。
ファイザー社は、1回目の接種から3週間後の同じ曜日が2回目の接種になり
ます。町の集団接種では1回目の接種予約時に、2回目の接種日時をお知ら
せします。ワクチンが特殊なため、体調不良などを除き、自己都合での変更
はご遠慮ください。

12

どこに注射しますか

左右どちらかの肩の下あたりに、筋肉注射をします。接種当日は肩の出しや
すい服装 でお越しください。

13

明らかに発熱している（37.5℃以上）、重い急性疾患にかかっている、ア
ワクチンを受けられないのはどのような人
ナフィラキシーなどの重度の過敏症の既往がある場合などです。事前に主治
ですか
医やかかりつけ医に接種してもよいかの相談をして下さい。

14

・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる
方
・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある方
・過去の予防接種後、接種2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギー
ワクチンを受けるのに注意が必要な人はど
が疑われる症状がでた人
のような人ですか
・過去にけいれんをおこしたことがあるひと
・ワクチン成分にアレルギーがある人
基礎疾患がある人は、事前に主治医やかかりつけ医に接種してもよいかの相
談をして下さい。

10
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接種できます。コロナに感染した時の治療法によっては、感染から接種まで
一定の期間をおく必要がある場合があるので、事前に主治医やかかりつけ医
に接種してもよいかの相談をして下さい。なお、事前に感染したかを検査で
確認する必要はありません。

15

コロナに感染した人も接種できますか

16

ワクチンが受けられないという薬はありませんが、基礎疾患によっては接種
の検討が必要な場合もあります。事前に主治医やかかりつけ医に接種しても
持病があり、薬を飲んでいます。接種でき
よいかの相談をして下さい。また、予診医師が判断する材料として、お薬手
ますか
帳をお持ちの方はご持参ください。血をサラサラにする薬を飲んでいる人
は、接種後2分以上しっかり押さえてください。

17

手術をしたばかりです。接種できますか

18

アレルギーがありますが、接種できますか 主治医や接種の予診医師にご相談ください。

19

1回目の接種から3週間目の同じ曜日に2回目を接種しますが、接種できない
ファイザー社のワクチンで、2回目接種の
場合は、できるだけ早い日で2回目の接種ができるように日程を調整してい
日が都合が悪い場合は、どうすればいいで
ただき、役場福祉保健課へお知らせください。なお、接種後3週間より前に
すか
は2回目の接種ができません。

20

コロナワクチンと他のワクチンは同時に接 他のワクチンはコロナワクチン接種の2週間後から接種できます。また、他
種できますか
のワクチン接種の2週間後から、コロナワクチンの接種ができます。

21

蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛やおう吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼
吸器症状が急に起こります。血圧の低下を伴い意識障害などは、アナフィラ
アナフィラキシーはどのような症状で、治
キシーショックといいます。接種後に症状があれば、アドレナリンという薬
療法はありますか
を注射します。アナフィラキシーに対応できるように、接種会場では、医薬
品などを準備しています。

22

ワクチン接種後にやってはいけないことは 通常の生活でやってはいけないことはありませんが、接種当日、激しい運動
ありますか
や過度の飲酒は避けましょう。なお、接種当日の入浴はできます。

23

手術の内容や内服薬によって異なりますので、主治医にご相談ください。

コロナワクチン接種における、基礎疾患は以下のとおりです。
1.慢性の呼吸器の病気
2.慢性の心臓病（高血圧を含む）
3.慢性の腎臓病
4.慢性の肝臓病（肝硬変等）
5.インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、又は他の病気を併発している糖尿
病
6.血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
7.免疫の機能が低下する病気（治療中運悪性腫瘍を含む）
8.ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
基礎疾患がある人が優先接種に含まれるか
9.免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
どうかは、どうやって判断するのですか
10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11.染色体異常
12.重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13.睡眠時無呼吸症候群
14.重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福
祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継
続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）
ご自分で判断できない場合は、かかりつけ医や主治医にご相談ください。接
種前に予診医師が基礎疾患の確認をします。

24

基礎疾患の証明書はいりますか

いりません。予診票で申告していただき、予診医師が確認します。

25

接種によって健康被害が生じた場合は、補償が受けられます。予防接種に
接種後に副反応が出た場合に、補償はあり
よって、通常起こりえる軽度な副反応は、認定の対象とならないことがあり
ますか
ます。
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26

接種券はいつごろ届きますか

65歳以上の方には、3月31日に郵送しています。それ以外の方については
6月以降を予定しています。

27

どのような案内が届きますか

接種券と接種済証が一緒になったもの、予診票、新型コロナ接種のお知らせ
を郵送しています。また、１回目の接種予約後、予約券を郵送します。

接種予約の方法を教えてください

町から防災無線、富加町ホームページ、とみかメールで、１回目の接種予約
日時等をお知らせしますので、福祉保健課まで電話にて予約してください。
１回目の接種予約後、予約券を郵送します。なお、２回目は予約券を郵送し
ませんが、１回目の接種後、２回目の接種日時を記載した封筒をお渡ししま
すので、予約券の代わりに封筒を持参して下さい。

29

接種の時間帯を教えてください

予約時に接種会場へ訪れる時間を決めます。時間帯は、６クールに分けてい
ます。
第１クール：13:30～ 第２クール：14:00～ 第３クール：14:30～
第４クール：15:00～ 第５クール：15:30～ 第６クール：16:00～
各クールの時間10分前から番号札を配布する予定です。早くに来ても、そ
の時間帯にならないと、受付ができません。

30

接種当日の持ち物を教えてください

郵送した予診票、接種券と身分証明書（保険証や免許証など）、予約券（１
回目のみ）、封筒（２回目のみ）、お薬手帳（お持ちの方のみ）をお持ちい
ただき、肩の出しやすい服装でお越しください。なお、身分証明書を持参し
ないで、本人確認が出来ない場合は接種はできません。

31

接種会場はどこですか

富加町保健センターでの、集団接種です。

32

予約なしでも接種は受けられますか

受けられません。接種は完全予約制ですので、必ず事前予約をして下さい。

33

接種券を紛失してしまいました

接種券の再発行をします。電話でお名前、生年月日、連絡先をお伝えくださ
い。

34

2回目の接種の予約はいつできますか

基本的には1回目の接種の曜日から3週間後の同じ曜日が、2回目の接種日で
す。1回目の予約の際に、2回目の予約の日程をご案内します。１回目の時
は予約後に予約券を郵送しますが、２回目は予約券を郵送しません。１回目
の接種後、２回目の接種日時を記載した封筒をお渡ししますので、予約券の
代わりに封筒を持参して下さい。

35

単身赴任や遠隔地への下宿、里帰り出産の場合に住所地外で接種できます。
住民票は富加町にありますが、住んでいる この場合は接種する市町村の相談窓口やコールセンターへ申請が必要になり
のは県外（近隣以外）です。居住実態があ ます。「住所地外接種届出書」を、接種券と合わせて接種する市町村へ提出
る市町村でうけられますか
してください。
★申請方法：郵送申請、接種する市町村窓口へ直接申請

36

接種日にはどのくらいの時間がかかります
受付から経過観察終了までに、約45分を予定しています。
か

28

基本的には、富加町が設置する接種会場の保健センターでの集団接種で
す。かかりつけ医や主治医で接種したい場合は、その医師に相談して下さ
い。
また、特別な事情により、住所地外接種をする場合は事前の申請が必要で
すが、基礎疾患をお持ちの方は、事前の申請は不要です。接種を希望する病
院等の指示に従ってください。

37

かかりつけ医で受けられますか

38

長期入院や長期入所、里帰り出産、単身赴任などで、町外へ長期に滞在して
富加町の集団接種で受けられない時は、他 いる方など、やむを得ない事情による場合には、例外的に住所地外で接種を
市町村で接種できますか。
受けることができます。住所地外接種をする場合は事前の申請が必要です
が、長期入院や長期入所、基礎疾患がある方は申請の必要はありません。

39

寝たきりの高齢者の接種は

入所中であれば、入所施設にお問い合わせください。ご自宅で介護をされて
おり、往診を受けている人は、往診医にご相談ください。
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ご家族や、近所の方にも頼めない場合は、富加町社会福祉協議会による送迎
が受けられます。送迎を希望される場合は、接種の予約時にお申し出くださ
い。後日、富加町社会福祉協議会から送迎時間などの電話確認をさせていた
だきます。なお、送迎の人数に限りがありますので、接種希望日を調整させ
ていただくことがありますので、ご承知おきください。

40

会場までの移動手段がない

41

介護タクシーによる無料送迎が利用できます。予約時に車椅子での送迎が必
在宅で寝たきりの高齢者で、車椅子を使用
要な旨を申し出ていただき、後日、富加町社会福祉協議会から送迎について
しないと接種会場まで行けません。
の連絡があります。

42

高齢者施設で接種ができます。接種券や予診票は、住所地に郵送されます
高齢者施設に入所している場合はどうやっ が、高齢者施設から接種案内があり、ご本人やご家族から、接種を希望する
て接種しますか
同意の署名をした予診票と接種券を高齢者施設に提出して下さい。詳細は、
高齢者施設へお問い合わせください。

43

入院期間中に、その病院が接種する期間（ワクチンがあり、体制ができてい
入院している場合はどうやって接種します
る）であれば、接種ができます。詳細は入院先の病院へお問い合わせくださ
か
い。

44

高齢者施設に入所されている場合は、その施設に郵送することができます。
お名前、生年月日、入所されている施設名を教えてください。入所施設の担
独居で高齢者施設に入所、又は入院してい
当者に連絡させていただきます。
るので、接種券などが受け取れません。
入院中の場合は、入院先で接種が可能かどうか確認しますので、お名前、生
年月日、入院されている病院名を教えて下さい。
・接種券やワクチンの日程、予約については
富加町役場 福祉保健課保健係 ５４－２１１７（平日
15分）

45

相談窓口はどこですか

８時30分～17時

・ワクチン接種に関する質問や接種後の副反応への対応方法などについては
岐阜県 新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口
０５８－２７２－８２２２（土日・祝日も化対応）（9時～21時）
・ワクチン接種後の副反応についてのご相談
富加町役場 福祉保健課相談窓口 ６６－３０５０（平日
時15分）

8時30分～17

